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生活の中で信仰を生きる

MLC

古畑 久美子

何をどう話したらよいのか、伝えたいこと

それよりも大きな、私が奉献してもよいのだ

は胸の内にモヤモヤと湧き出て渦を巻いてい

ろうかという不安。
「奉献」と言う言葉だけ

るのに、その思いを表現するのに十分な言葉

がぐるぐる私の中で走り回る。そんな時、あ

が見つからないので、浮かび上がる思いを一

る神父から「どうせ出来損ないの母親なんだ

つ一つ言葉にすることにする。

から、マリア様の前で白旗降って、あなたの

洗礼を受けたくとも、父の反対で受けるこ

様に生きたい・歩みたいって降参すればいい」

とができない長い時期が過ぎ恵みにあずかっ

とおしゃっていただき、それなら私にもでき

た喜びの日は忘れることができない。と同時

ると思いマリアへの奉献の喜びに与ることが

に、大きな十字架を背負うことにもなった、

できた。

それは、曹洞宗の寺に墓を持つ嫁ぎ先、夫は

奉献後、周りの人から「何だかいつもうれ

一人っ子、義父の「後のことは頼むからね。
」

しそうだね」そんな言葉をかけられる。あん

の一言。その時から、
大いなる主の導きの中で、

なに、洗礼に反対していた父・耶蘇バテレン

一切のことをキリスト者の私が行う。不思議

と受け入れることのなかった父が、
「兄弟 4 人

なことに何の違和感もなく、分け隔てること

の中で久美子のことは何も心配も不安もない。

もなく、目に見えないものに守られ後押しし

家族に恵まれ、なによりも、お前を支える目

てもらっているかのように自然に、そ

に見えない大いなるものの存在

れから、マリアニストの存在を知るの

をお前を通して知ったから。ど

にそう時間がかかったわけでもない。

んな時も、笑って乗り越える娘

2000 年のシャミナード師の列福に参

の姿に、今まで否定していたも

加し、マリアニストを強く意識するよ

のに守られ・生きる姿を見たか

うになり、帰国後学びを受けるチャン

ら。信じる者に後押しされてこ

スをいただき、グループにも参加、時

れからお前らしく生きてほしい」

が流れ「そろそろ奉献はどう？」との

そんな言葉を残して旅立った父。

問いかけを受ける。その時自分の中で、

心の中にあったしこりが消えた。

洗礼の壁よりはるかに高く、大きな壁

父と娘の宗教戦争終結。これか

に感じた奉献でした。

らも、私らしく楽しく生きるそ

マリア様とともに歩みたい、マリア

んな宣教もありなのかなと思う。

の様に生きたいと思う気持ちと喜び、

2022 年度
4/23( 土 ) MLC 共同体代表者会議
5/28( 土 ) MLC 総会 14:30 〜
ミサ 16:00 〜
7/23( 土 ) 〜 7/30( 土 ) MLC 世界大会
（開催マドリッド）
10/9( 日 ) マリアニスト世界祈りの日
＊家族の集いならびに慰霊祭は
決まり次第お知らせします。

十 ロザリオの祈り
●

毎週火曜日・20 時から ZOOM

MLC 行事予定
●また今年度は MLC 主催として清水一男神父様を講師にお願
いして「現代世界憲章講座」第一回〜第四回を計画しています。
第 一 回 6/18( 土 )
第 二 回 9/17( 土 )
第 三 回
12/17( 土 )
第四回 来年 3/18( 土 )
いずれも 13:30 〜 15:30 シャミナード修道院
「現代世界憲章」はバチカン公会議で制定されたものでこれ
を読むことによって現在の教皇様が打ち出す教会が社会の中を
どう歩むのかの示唆の理解の助けになると思います。

● 問い合わせ

平田 潔

1

-1-

TEL 080 ‑1147‑ 8346

創立者帰天記念日の過ごし方
毎年 1 月 22 日は、マリアニスト家族の創

た当事者への憐憫の情も当座は熱心で献身的です

立者、福者ギヨーム・ヨゼフ・シャミナード神父

が、日が経るに連れて忘れ去られてしまいます。

の帰天を祝います。今年の「シャミナードデー」は、 『
「あんたは俺たちを見捨てた！」と言って怒鳴ら
8 時 30 分に小学校チャペルから第一部として「み

れました。ですから、ウルトラマン的な即効的な

言葉の祭儀」を動画配信で全校児童と一緒に祈念

援助よりも、
「どらえもん」のように、地味だけど

しました。

長期にわたる自立化への努力と根気強い指導が必

第二部は、学園講堂にて 9 時 45 分から、タル

要です』と。また「同じお叱りを、東日本大震災

チシオ菊地功東京大司教様の 7 年間のガーナ（ア

の被災者からも受けました」と結ばれ「隣人にな

フリカ）での宣教の体験とカリタス・アジアの総

ること」の大切さと難しさを語られました。

裁司教としてアジアにおける難民キャンプや天災・

昼食後の午後は、第三部として教職員に、カト

人災に苦悶している被害者へのカリタスの活動の

リック教会の貧しい人たちとの連帯について、現

一端を伺いました。その時、教皇フランシスコが

場の司牧者として語ってくださいました。コロナ

用いられた「シャボン玉文化」が印象的でした。

禍の中で、あらためて教会がすべての人にとって

現代人は綺麗なシャボン玉が好きですが、パチン

「野戦病院」となれるように…！

青木 勲（小学校チャプレン）

と割れれば何も残りません。悲劇的な事象に出会っ

FMI

2022 年１月 29 日−奉献生活者の日

Sr. テレサ・リン

奉献の誓願−完全への道
イエスはすべての人が聖なる者になるよう招きました。
「あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全
な者となりなさい。
」
（マタイ 5.48）
第二バチカン公会議も同じ考えを繰り返します。すべてのキリス
ト者は、さまざまな立場や生活の状態を選んだ中で、父のように完
▲「奉献生活者の日」
誓願 10 年目の誓願者：左から 2 番目が Sr. リン

●奉献の祈り
心はいつくしみに満ち
平和をもたらし
柔和な気持ちで
神のいつくしみを称える
そのいつくしみから
愛が始まり
とこしえに
誠実であることを願う
瞳のように
わたしを愛し、
友のように
神はわたしを愛される
神のいつくしみを
とこしえに歌い、
そのまことに
感謝する。
2022 年１月 29 日−奉献生活者の日

全な者になり、聖なるものとなるよう呼びかけています。すべての
キリスト者は神のいつくしみに生き、すべては聖であり完全への道
に向かって歩んでいます。
聖性に向かう道はたくさんありますが、福音的勧告を誓約する修
道生活は、その勧告を実践することによって、教会を聖なるものと
します。また、奉献生活は主の再臨の先取りでもあります。終わり
の日、主を仰ぎほめたたえます。マリアニストは堅忍の誓願を通し
て完全への道を歩みます。
誓願宣立 10 周年を迎えたこの機会に奉献生活を振り返りました。
多くの困難や挑戦に直面しながらも預言的な召命や信仰と喜び、希
望が増していることを感じています。
今日、修道者は霊的砂漠と言われる世界の中で、キリストを証し、
人々に奉仕するよう求められています。この砂漠にあって修道者は
人々に約束の地を示し、希望を抱かせ、目覚めさせる必要がありま
す。修道者は信仰に生き、絶望から私たちを解放する神の恵みに心
を開きます。したがって修道者は、神のみ旨に反する物質的価値を
放棄します。教皇パウロ 6 世が言うように、
「修道者とは、世界が
避けていることを求め、世界が求めていることを避ける人です」
。
私は信仰の証し人でしょうか？神と人に仕えるため、自分を放棄
していますか？もう一度反省したいと思います。
「主よ、使命を果たせるように、力を与えてください。
心と知識、手と足をあなたに捧げます。一緒に歩んでください。
あなたの道具になり、世界に愛の歌を響かせるために！」

2
-2-

沈黙が日常生活を賛美に変えた

アリアンス・マリアル

教皇フランシスコは 12 月 8 日、聖ヨセフがカ

人への愛と関わり、掛け

トリック教会の保護者として宣言されてから 150

る言葉…生きていく上で

年を迎えるにあたって、2020 年 12 月 8 日から

の様々な言葉と行動は、

2021 年 12 月 8 日を「ヨセフ年」とすることを宣

そこに命を与えて下さっ

言されました。

た神への信仰、愛と祈り

田中正江

と感謝が込められた時、

ヨセフは人間イエスの父親として以外周囲の人に
知られることなく、救い主イエスの養父であること

全ては神への賛美と変え

を明かさず、神様の御旨を沈黙のうちに生き、生涯

られていく…聖ヨセフは

を全うしました。その結果その沈黙はヨセフの存在

そのことを私達に示して

だけでなく、彼の人生、大工として生きる日常生活

くれたと思います。マリ

の全てを神への賛美と変えました。

ア様の人生と生活も全く
同様だったでしょう。

私達在俗会の生き方も正にヨセフの生き方に倣う
ものです。在俗会員としての立場を示すことなく、

「話すことは少なくしましょう。…ほうきを持っ

信徒として生きることに徹し、パン種として、塩と

て、だれかの家をきれいにしてごらんなさい。そ

して、世の中を福音化する為に自分自身を捧げてい

れが充分に語ってくれます。
」
、
「まことの聖性とは、

く…この様な生き方は、私達や私達の人生、日常生

神のみ心のままを、心からのほほえみを持って生き

活を神への賛美と変えていくだけでなく、私達が関

ることです」
（マザーテレサ）

わっていく人々、社会、日常生活を賛美に変えてい

日々の祈りと奉献を通して神様の御旨を沈黙の内

けると、私は信じていますし、これが私達在俗会の

に生きることによって、私自身だけでなく、私の関

使命であるとも思っています。神から与えられた命

わる日常生活、社会、出会う全ての人の生き様が神

を守るために…食事を用意する包丁とまな板が奏で

様への聖なる賛美となるよう、聖ヨセフの執り成し

る音など様々な家事、仕事、子育て、出会う全ての

を心から願っています。

FMI

幸せとは

FMI 行事予定

Sr.Anna Huong

人は誰でも幸せを求めて生きると思いま
す。幸せとはいろいろな定義があり、
人によっ
て異なります。家族が皆元気で楽しく過ごす
ことで幸せを感じる人もいます。仕事がうま
くでき周りに認められて、高い給料をもらって幸せという人もいます。
他人のために働くことによって、人が幸せに過ごしているのを見て幸
せに感じる人もいます。この世に生まれていろいろな体験をしながら、
この世に生きることこそありがたく幸せだと思う人もいます。等々で
す。私も例外ではありません。また、若いとはいえ、人生の体験は少

7 月10 日（日）〜 31 日（日）
FM I 総 会 於：ローマ総本部
7 月 21日（木）〜 30 日（土）
大 黙 想（ベトナム人姉妹対象）
指 導：小暮泰久師（イエズス会）
於：那須ベタニア祈りの家
8 月 7 日（日）〜 15 日（月）
大黙 想（日本人姉妹対象）
指 導：本間研二師
（イエズス・マリアの御心会）
於：町田宣教センター

なくありません。二十歳の時、世間から退いて修道院に入ると同時に
ベトナムを離れて日本に参りました。重ねて二重の体験をし始めまし
た。日本語

日本文化

日本社会に触れながら勉強して、さらに修道

やさしいベトナム語

生活を身に着けていました。その時は夢中で楽しく過ごしていたこと
を、今思い出しながら幸せに思っています。修道生活に限らず、人生
も逆境が訪れる時があります。それは誰でもあるはずです。私は何よ
りも神様の力を求めて切に願うことによって、困難を乗り越えること
ができました。それこそ私にとって幸せです。今も毎日平凡な修道生
活を送りながら、神様に捧げ、世界の平和と人々のために祈ることが
私にとっての幸せです。
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マリアニスト宣教センター
2022 年度 黙想会と講座のご案内

◎ MLC からのお知らせ

MLC としてのホームページがあります。
スマホのスタイルで手軽に見ることができます。

■発行：日本マリアニスト家族評議会
問い合せメール：marianist.japan@gmail.com

URL : https://www.cafemlc.org

ホーム（MLC の年間目標、チャレンジ目標、養成プログラム…）
、
お知らせ、マリアニストの祈り、ブログ、動画
などがご覧になれます。
MLC を紹介するときなどに、ご活用ください。

ホームページ：https://www.marianist.jp/
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